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支出負担行為担当官

防衛省防衛研究所企画部総

会計室長　　鶴　岡　俊

公　　　告

下記により入札を実施するので参加されたい。

なお、本入札に係る落札及び契約締結は　当該業務に係る平成27度本予算が成立し、予算示達がなされるこ

とを条件とするものである。

記

l　入札方式　一般競争契約

2　入　　札

(1)　入札日時　平成27年3月10日(火)10:00へ

(2)　入札場所　防衛省防衛研究所戦史研究センター大会議室(戦史研究センター3階)

東京都目黒区中目黒2-2-1

3　参加資格

(1)　予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は

被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合

に該当する。

(2)　予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3)平成25・26・27年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」のD等級以上に

格付けされ、関東・甲信越地域の参加資格を有する者。

(4)大臣官房衛生藍、運用企画局長、経理装備局長(以下「省指名停止権者」という。)から又は防

衛研究所長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を

受けている期間中の者でないこと。

(5)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と

同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

4　入札方法

入札に当たっては、品目ごとの本体価格(消費税を含めない金額)に対する割引率(%)を記載する

こと。

5　入札保証金　免除

6　入札の無効　4の参加資格の無い者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とするo

7　契約書作成の安否　　要

8　適用する契約条項　物品売買契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約

条項

9　入札に付する事項

(1)　件　名　　　　AERAほか83品目



(2)　規格・数量等　　内訳書のとおり

(3)　納入場所　　　　防衛省防衛研究所

(4)　納　　期　　　　平成28年3月31日

10　その他

(1)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。

ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

(2)　契約締結日までに平成27年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日

は予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の

期間分のみの契約とする場合がある。

(3)入札参加希望者は、下記まで連絡し、資格審査結果通知詩(写)を提出すること。

(TEL O3-5721-7005　内線6456　FAX.03臆3713-1760

防衛省防衛研究所企画部総務課会計室　木下)

(4)代理人による入札については、委任状を提出すること。

(5)本書記載事項の詳細については、(3)まで問い合わせること。



番号 儼�����kﾂ�規　　格 冰ﾉ.��I|ｨ�Y%�犬�割引率 儖Xﾖﾂ�

1 ��U$��27年4月置28年3月’週刊朝日新聞出版 �(ﾟｸ������S(��� ��

2 ��27年4月-28年3月月刊朝日出版社 店ﾟｸ�����(��� ��

3 妊��ﾔ�H6��ｸ6��ｸ6�(7(5x6ﾈ5�(8ﾈ7(8X�ｲ�27年4月-28年3月月刊ダイヤモンド社 �(ﾟｸ�����(��� ��

4 畠)､(鳧ﾘ�ﾂ�27年4月-28年3月月刊J丁Bパブリッシング �8ﾟｸ�����(��� ��

5 畑4X48984��27年4月-28年3月月刊イカロス出版 �(ﾟｸ�������(��� ��

6 畑5h6(7h5��27年4月-28年3月季刊イカロス出版 �(ﾟｸ������H��� ��

7 番�ﾔ�"�7ﾘ8(8ｲ��27年4月-之8年3月月刊扶桑社 ��8ﾟｸ�����(��� ��

8 番�R�27年4月-28年3月月刊MOKU出版 ��ﾟｸ�����(��� ��

9 比┷8�5x4們���7(5x6ﾈ5��ﾎ｢�4B��27年4月-28年3月月刊NHK出版 ��ﾟｸ�����(��� ��

10 比┷8�5x4們���7(5x6ﾈ5��ﾎ｢�6X4ﾈ5�6r��27年4月-28年3月月刊NHK出版 ��ﾟｸ�����(��� ��

11 ���螟U"�27年4月-28年3月月刊アルゴノート ��ﾟｸ�����(��� ��

12 �4��飛�27年4月-28年3月月刊小学館 度ﾟｸ�����(��� ��

13 付TDtR�27年4月分-28年3月分月刊(株)ウエッジ 度ﾟｸ�������(��� ��

14 夫汎ﾂ�27年4月-28年3月月刊ワック出版局 �(ﾟｸ�����(��� ��

15 �4�5x4�ﾆ���27年4月-28年3月季刊アジア経済研究所 ��ﾟｸ������H��� ��

16 �4�5xﾊH8��ｸ8ｸ6��X6x8ﾈ986��27年4月-28年3月月刊アジア経済研究所 ��ﾟｸ�����(��� ��

17 �4�5�6X4(4�92�27年4月-28年3月年2回刊阪急コミュニケー ションズ 度ﾟｸ��������(��� ��

18 �*｢�27年4月-28年3月月刊潮出版社 �(ﾟｸ�������(��� ��

19 丶8､�h���27年4月-28年3月年11日刊拓殖大学海外事 情研究所 嶋ﾟｸ��������� ��



番号 儼�����kﾂ�規　　格 冰ﾉ.��I'X�Y%�犬�割引率 儖Xﾖﾂ�

20 ��h,hｬHﾛ��27年4月-28年3月月刊全国会計職員協会 �8ﾟｸ������(��� ��

21 丶���27年4月-28年3月年6回訓時事通信出版局 ��hﾟｸ������h��� ��

22 ���貶ｴy_��27年4月-28年3月季刊東洋経済新報社 ��ﾟｸ������H��� ��

23 凉��b�27年4月-28年3月季刊藤原雪店 ��ﾟｸ������H��� ��

24 �4��ｸ8ｨ4x5x887ﾈ92�27年4月-28年3月月刊(韓談社 �8ﾟｸ�����(��� ��

25 佛(馼ﾊHｸb�27年4月-28年3月月刊ジャパン・ミリダノー・レ ビュー �#(ﾟｸ�����(��� ��

26 佛(馼讓ｧr�27年4月-28年3月季刊錦正社 ��ﾟｸ������H��� ��

27 佝��5ｨ7�6��ｲ�27年4月-28年3月隔月刊日本評論社 ��ﾟｸ������h��� ��

28 佇隱x6ｨ8X�ｸ5�*ｨ.ﾘ*�.��27年4月-28年3月月刊毎日新聞社 ��ﾟｸ�����(��� ��

之9 侏ｹ�8輅�｢�27年4月-28年3月月刊青土社 ��ﾟｸ�����(��� ��

30 佶ｩ'ｨ邵ﾔ�%�幵�27年4月-28年3月季刊経済調査会 ��ﾟｸ������H��� ��

31 俎�ｿ87H4�92�27年4月-28年3月月刊文林堂 滴ﾟｸ�����(��� ��

32 俎�ｿ8�饑��27年4月一28年3月月刊甜攫社 ��ﾟｸ�����(��� ��

33 俛�ﾝｸ､ｩJﾘ5x88�ｸ6�8ｲ�27年4月-28年3月月刊国際開発ジャーナル 社 ��ﾟｸ�����(��� ��

34 俛�ﾝｸ���9]ｸ���27年4月-28年3月年4国利国際安全保障学会 ��ﾟｸ���ﾈ����H��� ��

35 俛�ﾝｹ�ﾘ���27年4月-28年3月毎4国利日本国際政治学会 �(ﾟｸ������H��� ��

36 俛�ﾝｹd�､��艀頸�27缶4月-28年3月年4国利国際法学会 ��ﾟｸ������H��� ��

37 俶ｨｧx艀頸�27年4月-28年3月月刊山川出版社 �(ﾟｸ�����(��� ��

38 倡i�｢�27年4月-28年3月月刊岩波書店 �(ﾟｸ�������(��� ��



番号 儼�����kﾂ�規　　格 冰ﾉ.��I'X�Y%�犬�割引率 儖Xﾖﾂ�

39 偖Hｪx4x5(6ﾘ7�5�6r�27年4月-28年3月週刊毎日新聞社 店ﾟｸ������S(��� ��

40 偖Hｪx5�488H8(986��27年4月-28年3月週刊ダイヤモンド社 滴ﾟｸ������S(��� ��

41 偖Hｪxｾ�vｩ?｢�27年4月-28年3月週刊株式会社金曜日 ��ﾟｸ������S(��� ��

42 偖Hｪy�i*｢�27年4月-28年3月週刊新潮社 �(ﾟｸ������S(��� ��

43 偖Hｪy8ﾉvﾘﾆ���27年4月一28年3月週刊東洋経済新報社 度ﾟｸ������S(��� ��

44 偖Hｪy[h���27年4月置28年3月週刊文蜜春秋 �(ﾟｸ������S(��� ��

45 ��饑�讓ﾊHｸb�27年4月-28年3月毎1国利情報史研究会 ��ﾟｸ�������ﾟｲ� ��

46 ��i[x5�485x4h5�6r�27年4月-28年3月月刊新聞ダイジェスト社 �(ﾟｸ�����(��� ��

47 ��9��27年4月-28年3月月刊産経新聞社 嶋ﾟｸ�����(��� ��

48 ��(､R�27年4月-28年3月月刊岩波書店 �8ﾟｸ�������(��� ��

49 ��(､X,ﾈｬﾙ�B�27年4月-28年3月月刊海人社 ��(ﾟｸ�����(��� ��

50 ���ｨ��{��27年4月-28年3月月刊経済調整会 ��ﾟｸ�����(��� ��

51 俾���7H4��ｸ8�8��27年4月-28年3月月刊立花替房 ��ﾟｸ�����(��� ��

52 �(h匣ﾏi��27年4月-28年3月月刊中央公論薪社 ���ﾟｸ�����(��� ��

53 �(i8ﾈﾊHｸb�27年4月-28年3月毎3国利中東鞠査会 ��ﾟｸ������8��� ��

54 �8ﾉj��27年4月-28年3月月刊一般財団法人霞山会 ���ﾟｸ�����(��� ��

55 僥�=ｨﾊHｸh5x88�ｸ6�8ｲ�27年4月-28年3月年2国利白蝶資料センター ��ﾟｸ��������(��� ��

56 倬�,ﾉd�}��27年4月-28年3月月2国利東京自警普及 ��ﾟｸ������#H��� ��

57 �?ｨﾆ�7(5x6ﾈ5��27年4月-28年3月週刊日経日P社 ��ﾟｸ������S(��� ��



番号 儼�����kﾂ�規　　格 冰ﾉ.��H�H�Y%�犬�割引率 儖Xﾖﾂ�

58 �?ｩgｹ��譴�27年4月-28年3月月刊吉IIi弘文館 ��ﾟｸ�����(��� ��

59 �6ｨ8X�ｸ5�4X48�ｸ4�?ｩgｹLR�27年4月-28年3月週刊阪急コミュニケーション ズ 店ﾟｲ�����S(��� ��

60 �6ｨ8X�ｸ6x94��27年4月-28年3月月刊ニュートンプレス 滴ﾟｸ�����(��� ��

61 �ｨ輾7(5x6ﾈ5�8ﾈ7(8X�ｲ�27年4月-28年3月季刊東洋経済新報社 ��ﾟｸ������H��� ��

62 兒�����27年4月-28年3月月刊建設物価調査会 ��ﾟｸ�����(��� ��

63 �7h8ﾈ5x6h986r�27年4月-28年3月月2国利プレジデント社 塗ﾟｸ������#H��� ��

64 兌h･ﾘ���27年4月-28年3月月刊文馨春秋 ��8ﾟｸ�����(��� ��

65 兌ﾙ��ﾊHｸb�27年4月-28年3月毎2回訓日本平和学会 ��ﾟｸ������(��� ��

66 �7ｸ485��27年4月置28年3月月刊PHP研究所 �8ﾟｸ�����(��� ��

67 冉��d�ﾊHｸb�第39号内外出版 ��ﾟｸ���������� ��

68 囘�zX,ﾈ-�.ｸ,��27年4月-28年3月月刊ぎょうせい ��ﾟｸ�����(��� ��

69 亊ｲ�27年4月-28年3月月刊潮書房 店ﾟｸ�����(��� ��

70 �8�8��ｸ8ｲ�27年4月-28年3月隔月刊日本海軍広報協会 ��ﾟｸ��������h��� ��

71 �8ﾈ9H4�484�5H92�27年4月-28年3月年2国利木鐸社 滴ﾟｸ��������(��� ��

72 ��讓ｧxﾊHｸb�27年4月-28年3月月刊青木書店 ��ﾟｸ�����(��� ��

73 ��讖�i�ﾂ�27年4月-28年3月隔月刊学研マーケテンゲ ���ﾟｸ��������h��� ��

74 ��讖,｢�27年4月分-28年3月分隔月刊ワック出版局 ��ﾟｸ������h��� ��

75 ��讖�Ym��27年4月-28年3月月刊KADOKAWA ��ﾟｸ�������(��� ��

76 丶8補�27年4月-28年3月月刊日本海運集会所 ��ﾟｸ�����(��� ��



番号 儼�����kﾂ�規　　格 冰ﾉ.��I|ｨ�Y%�犬�割引率 儖Xﾖﾂ�

77 �4�8�986�7�8��ｲ�27年4月-28年3月月刊がルオ出版 ��ﾟｸ�����(��� ��

78 �7�8ｨ5�6ﾘ�ｲ(4�8�685h4�5��27年4月-28年3月季刊イカロス出版 ��ﾟｸ������H��� ��

79 ��讖�ﾂ�27年4月-28年3月月刊ベストセラーズ ��ﾟｸ�����(��� ��

80 �*�?ｩ�i[x�ﾟﾉLR�27年3月分-28年2月分月刊朝日新聞社 �(ﾟｸ�����(��� ��

81 �<yHI�i[x�ﾟﾉLR�27年3月分-28年2月分月刊読売新聞社 �(ﾟｸ�����(��� ��

82 �?ｩgｸﾆ���i[x�ﾟﾉLR�27年3月分-28年2月分月刊日本経済新聞社 �(ﾟｸ�����(��� ��

83 冑�?ｩ�i[x�ﾟﾉLR�27年3月分-28年2月分月刊毎日新聞社 �(ﾟｸ�����(��� ��

84 囘�}��8���27年3月分-28年2月分年13国利国立印刷 局 ��ﾟｸ�����8��� ��


